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下伊那地区
会員
事業種別
番号
6001 一般・利用
引越

正
会
事 業 所 会
下伊那自動車株式会社

員
員

郵便番号

所

在

395-0003 飯田市上郷別府3355-1

地

代表者名
熊谷 真希

飯田支店 395-0003 飯田市上郷別府3355-1
上田営業所 386-0002 上田市住吉字鳥居町268-2
小諸支店 384-0083 小諸市大字市字土橋916-12
松本営業所 390-1301 東筑摩郡山形村8192-1
6003 一般・利用
引越

昭和運送株式会杜

395-0003 飯田市上郷別府3321

伊坪 弘年

本社営業所 395-0003 飯田市上郷別府3321
6006 一般・利用
引越

有限会社竜西トラック

395-1101 下伊那郡喬木村400-31

清水 弘樹

本社営業所 395-1101 下伊那郡喬木村400-31
6007 一般・利用
引越

竜峡自動車株式会社

395-0823 飯田市松尾明7742

久保田 智

本社営業所 399-3201 下伊那郡豊丘村大字河野9077-2
6010 一般・利用

南信郵便逓送株式会社

395-0056 飯田市大通1-33-3

小林 正和

飯田営業所 395-0056 飯田市大通1-33-3
松本営業所 399-0039 松本市小屋北1-14-19
6014 霊柩

株式会社いとう

395-0801 飯田市鼎中平2820

伊藤 茂雄

本社営業所 395-0801 飯田市鼎中平2820
6015 霊柩

株式会社セレモニーホール飯田

395-0823 飯田市松尾明4975-5

伊藤 修

本社営業所 395-0823 飯田市松尾明4975-5
6016 一般・引越

有限会社パル飯田

395-0823 飯田市松尾明7551-2

平沢 恒久

電 話
ＦＡＸ
0265-22-2810
0265-52-3969
0265-22-2510
0265-52-3969
0268-24-7249
0268-24-7281
0267-23-5588
0267-23-6877
0263-98-5301
0263-98-5303
0265-22-7123
0265-22-7125
0265-22-7123
0265-22-7125
0265-33-1065
0265-33-1063
0265-33-1065
0265-33-1063
0265-23-2043
0265-48-8040
0265-48-6663
0265-48-8040
0265-22-0700
0265-22-0723
0265-22-0700
0265-22-0723
0263-58-9570
0263-58-9571
0265-23-1000
0265-53-8000
0265-23-1000
0265-53-8000
0265-24-0365
0265-24-9087
0265-24-0365
0265-24-9087
0265-24-8311
0265-24-8313

陸 災 防
所属分会
下伊那

下伊那

下伊那

下伊那

下伊那

会員
番号

事業種別

6017 一般・利用
引越

正
事

業

会
所

会

員
郵便番号
所
在
員
本社営業所 395-0823 飯田市松尾明7551-2

皮革運送有限会杜

395-0821 飯田市松尾新井6571-1

地

代表者名

樋口恵美子

本社営業所 395-0821 飯田市松尾新井6571-1
6018 一般・利用
引越

株式会社丸運工業

395-0823 飯田市松尾明7744

久保田 康

本社営業所 395-0823 飯田市松尾明7744
松本営業所 399-0033 長野市大字笹賀3433-1
6019 一般・利用

有限会社栄和運送

395-0151 飯田市北方1456-1

新井信一郎

本社営業所 395-0151 飯田市北方1456-1
6021 一般・利用
引越

有限会社小林工業

395-0822 飯田市松尾寺所7310-2

小林 廣利

本社営業所 395-0822 飯田市松尾寺所7310-2
6022 一般・利用
引越

信州神港運輸株式会社

399-3304 下伊那郡松川町大島2062-1

北村耕一郎

本社営業所 399-3304 下伊那郡松川町大島3562-1
6023 一般・利用
引越

株式会社吉川

399-2566 飯田市嶋90-5

吉川 泰教

本社営業所 399-2566 飯田市嶋90-5
6025 一般・利用
引越

有限会社飯田市場運輸

395-0821 飯田市松尾新井7132

冨内 和美

本社営業所 395-0821 飯田市松尾新井7132
佐久営業所 384-0092 小諸市平原字西下原806-3
6028 一般

株式会社コスモフーズサービス

395-0001 飯田市座光寺5158
本社営業所 395-0001 飯田市座光寺5158
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牧内 俊二

電 話
ＦＡＸ
0265-24-8311
0265-24-8313
0265-24-3570
0265-24-3578
0265-24-3570
0265-24-3578
0265-23-1515
0265-23-8132
0265-23-1515
0265-23-8132
0263-86-2797
0263-86-2798
0265-25-7860
0265-25-5608
0265-25-7860
0265-25-5608
0265-23-8355
0265-22-7555
0265-23-8355
0265-22-7555
0265-36-4133
0265-36-4151
0265-36-4133
0265-36-4151
0265-26-1246
0265-26-6818
0265-26-1246
0265-26-6818
0265-48-5107
0265-48-5108
0265-48-5107
0265-48-5108
0267-31-0624
0267-31-0625
0265-21-2241
0265-21-2243
0265-21-2241
0265-21-2243

陸 災 防
所属分会

下伊那

下伊那

下伊那

下伊那

下伊那

下伊那

下伊那

下伊那
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会員
番号

事業種別

正
事

業

会
所

会

員
郵便番号
所
在
員
長野営業所 381-2207 長野市大橋南2-22

地

代表者名

松本営業所 390-1242 松本市大字和田3967-18
6029 一般

三岐通運株式会社

510-8014 三重県四日市市富田3-22-79
飯田営業所 395-0001 飯田市座光寺3629-3

6031 一般

大萬株式会社

395-0807 飯田市鼎切石4625-1

堀田 哲久
松岡宏太郎
尾澤 誠治

本社営業所 395-0807 飯田市鼎切石4625-1
6032 一般・利用

盟豊運送有限会杜

399-3101 下伊那郡高森町山吹5160-2

和田 豊文

本社営業所 399-3101 下伊那郡高森町山吹5207-3
6033 霊柩

株式会杜平安

395-0002 飯田市上郷飯沼1656-1

田中 寿

飯田営業所 395-0002 飯田市上郷飯沼1656-1
諏訪営業所 392-0010 諏訪市渋崎1792-23
伊那営業所 399-4431 伊那市西春近2273-3
6035 霊柩

株式会社光和

395-0821 飯田市松尾新井6544-1

田中 淳

本社営業所 395-0821 飯田市松尾新井6544-1
6037 一般・利用
引越

有限会社熊谷商事

399-3103 下伊那郡高森町下市田3205-6

熊谷 光剛

本社営業所 399-3103 下伊那郡高森町下市田3205-6
6038 一般

有限会社丸伝運送

399-3103 下伊那郡高森町下市田3210-12
本社営業所 399-3103 下伊那郡高森町下市田3210-12
諏訪営業所 392-0012 諏訪市四賀飯島2389

曲淵 寛人

電 話
ＦＡＸ
026-285-7191
026-285-7191
0263-87-0074
0263-87-0019
059-365-6331
059-365-6335
0265-24-3732
0265-53-0501
0265-22-2600
0265-22-1105
0265-22-2600
0265-22-1105
0265-35-2860
0265-35-9728
0265-35-2860
0265-35-9728
0265-22-1465
0265-52-3659
0265-22-1465
0265-52-3659
0266-57-8787
0266-58-0117
0265-78-8787
0265-76-8166
0265-53-2111
0265-53-6900
0265-53-2111
0265-53-6900
0265-35-3919
0265-35-3905
0265-35-3919
0265-35-3905
0265-34-4000
0265-34-4100
0265-34-4000
0265-34-4100
0266-75-2155
0266-75-2144

陸 災 防
所属分会

下伊那

下伊那

下伊那

下伊那

下伊那

下伊那

会員
番号

事業種別

正
事

業

会
所

会

員
郵便番号
所
在
員
伊那営業所 399-4601 上伊那郡箕輪町中箕輪7502-1

地

代表者名

松本営業所 390-1131 松本市大字今井字松本道7222-1
6040 一般・利用

旭松フレッシュシステム株式会杜

399-2561 飯田市駄科1008

寺岡 義裕

飯田営業所 399-3103 下伊那郡高森町下市田3113-1
6042 一般

松下物流有限会社

399-1503 下伊那郡阿南町南條631

松下 誠仁

本社営業所 399-1503 下伊那郡阿南町南條631
6043 一般

大鹿砕石株式会社

399-3502 下伊那郡大鹿村大字大河原5465

大林 和夫

本社営業所 399-3502 下伊那郡大鹿村大字大河原5465
6044 一般

シブキヤ建設株式会社

399-3303 下伊那郡松川町元大島2715-47

片桐 俊人

本社営業所 399-3303 下伊那郡松川町元大島2715-47
6045 一般・利用

有限会社セントラル商事

399-3301 下伊那郡松川町上片桐4614

米山 秀男

本社営業所 399-3301 下伊那郡松川町上片桐4614
6046 一般・利用

進和運送有限会社

399-2565 飯田市桐林2254

杉山 茂

本社営業所 399-2565 飯田市桐林2273-10
6047 一般

橋本自動車工業株式会社

399-2564 飯田市上川路107-3

小池 直樹

本社営業所 399-2564 飯田市上川路107-3
6048 一般・利用

株式会社ライブ

399-3303 下伊那郡松川町元大島5508

荻原みつる

本社営業所 399-3303 下伊那郡松川町元大島5508
6049 一般

有限会社緑屋

395-0157 飯田市大瀬木3971-3
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片山 哲夫

電 話
ＦＡＸ
0265-98-0080
0265-98-0081
0263-50-7720
0263-50-7721
0265-26-9738
0265-26-9868
0265-34-3344
0265-35-1167
0260-22-3088
0260-22-3098
0260-22-3088
0260-22-3098
0265-39-2121
0265-39-2122
0265-39-2121
0265-39-2122
0265-36-2222
0265-36-5614
0265-36-2222
0265-36-5614
0265-34-1101
0265-34-1120
0265-34-1101
0265-34-1120
0265-26-8282
0265-26-7720
0265-26-8282
0265-26-7720
0265-26-8302
0265-26-8671
0265-26-8302
0265-26-8671
0265-36-7377
0265-36-7377
0265-36-7377
0265-36-7377
0265-25-7157
0265-25-4454

陸 災 防
所属分会

下伊那

下伊那

下伊那

下伊那

下伊那

下伊那

下伊那

下伊那

下伊那
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会員
番号

事業種別

6050 一般

正
事

業

会
所

会

仙台オート輸送株式会社

員
郵便番号
所
在
員
本社営業所 395-0157 飯田市大瀬木3971-3

983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字沼向58
長野営業所 399-3301 下伊那郡松川町上片桐3650-2

6051 一般

有限会社やまに重機

地

399-1202 下伊那郡天龍村神原4114-22

代表者名

安藤 通啓
前澤 尚之
坂本 芳子

本社営業所 399-1202 下伊那郡天龍村神原4114-22
6052 一般

中日本倉庫株式会社

494-0007 愛知県一宮市小信中島字郷東4

播磨 正樹

長野営業所 399-3303 下伊那郡松川町元大島3650-7ｱﾀﾞｰｼﾞｮ101 筧 雅夫
6053 一般

株式会社ミドノトランス

399-2566 飯田市嶋145

玉置 重人

本社営業所 399-2566 飯田市嶋145
6054 一般

株式会社藤商

395-0001 飯田市座光寺6628-260

安藤 友和

本社営業所 395-0001 飯田市座光寺6628-260
6055 一般

株式会社松川組

399-3303 下伊那郡松川町元大島2773-1

中島 芳夫

本社営業所 399-3303 下伊那郡松川町元大島2773-1
6056 一般・利用
特定

株式会社イトー急行

489-0809 愛知県瀬戸市共栄通7-11
飯田営業所 399-2561 飯田市駄科1956-4

7104 一般・利用

有限会社中部トランステック

395-0155 飯田市三日市場1424-6
本社営業所 395-0155 飯田市三日市場1424-6

加藤 善啓
安藤 睦美
園原 正司

電 話
ＦＡＸ
0265-25-7157
0265-25-4454
022-258-4649
022-258-2418
0265-37-3442
0265-37-3452
0260-32-3131
0260-32-3130
0260-32-3131
0260-32-3130
0586-62-6141
0586-62-6142
0265-48-5455
0265-48-5468
0265-26-8871
0265-49-8684
0265-26-8871
0265-49-8684
0265-48-0110
0265-48-0110
0265-48-0110
0265-48-0110
0265-36-3406
0265-36-3403
0265-36-3406
0265-36-3403
0561-84-1100
0561-84-1119
0265-26-9016
0265-26-9343
0265-25-8548
0265-25-8572
0265-25-8548
0265-25-8572

陸 災 防
所属分会

下伊那

下伊那

下伊那

下伊那

下伊那

下伊那

下伊那

下伊那

会員
番号

事業種別

正
事

業

会
所

会

員
員

郵便番号

所
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在

地

代表者名

電 話
ＦＡＸ

陸 災 防
所属分会

